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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 836 △31.0 △453 ― △439 ― △508 ―

21年3月期第3四半期 1,213 △0.1 △196 ― △182 ― △293 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 △84.02 ―

21年3月期第3四半期 △56.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第3四半期 1,541 1,313 85.2 209.06
21年3月期 1,933 1,643 85.0 313.71

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,313百万円 21年3月期  1,643百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,500 △8.5 △310 ― △290 ― △300 ― △49.10
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 6,284,944株 21年3月期  5,404,592株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  0株 21年3月期  167,138株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 6,052,592株 21年3月期第3四半期 5,237,476株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第３四半期会計期間の日本経済は、各国での金融財政対策により景気回復のきざしを示し、最悪期は脱しつつ

あるものとされており、製造業を中心に一部、景気回復の感触を得ております。しかしながら未だ設備投資、開発

投資の大幅な改善は見られず、経営環境は依然として厳しい状況が続いております。また、円高の進行や需要不足

によるデフレの長期化が予想されるなど先行きに対する不安は強く、今後の見通しは依然として予断を許さない状

況であると思われます。当社におきましては平成21年６月１日に行った株式会社図研 SoC事業部の吸収分割による

シナジー効果が十分とはいえず、また、新製品投入や各社との提携による効果もまだ現れておらず、今後もより一

層の努力が必要と認識しております。 

 ハードウェア製品関連につきましては、第２四半期会計期間に続き既存顧客を中心とした小口のリピート売上が

主となっています。なお、前事業年度まで「通信」と表示しておりましたが、第１四半期会計期間より「ハードウ

ェア製品」として表示することにしました。売上高は24百万円（前年同四半期比60.7％減少）となりました。 

 ソフトウェア製品関連につきましては、旧エルミック・ウェスコムのソフトウェア製品が大きく売上を落としま

したが、旧図研 SoC事業部のソフトウェア製品が29百万円加わりました。売上高は52百万円（前年四半期比24.9％

増加）となりました。 

 開発サービス関連につきましては、前事業年度末に事業縮小しております。さらに、開発案件の再検討や延期も

あり、システムソリューション（受託）の売上は前年同四半期に比べ96.4％の減少になったものの、旧図研 SoC事

業部のＳＩ（ハード）が70百万円加わりました。なお、前事業年度まで区分掲記しておりました「システム・ソリ

ューション（受託）」は、前事業年度末に事業縮小をして重要性がなくなったため、「ＳＩ（カスタマイズ）」と

合計して「開発サービス」として表示することにしました。売上高は1億85百万円（前年同四半期比39.1％減少）

となりました。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は、2億63百万円（前年同四半期比37.7％減少）となり、営業損失

は1億14百万円（前年同四半期比33.0％増加）、経常損失は1億10百万円（前年同四半期比35.2％増加）、四半期純

損失は1億60百万円（前年同四半期比19.0％減少）となりました。 

 なお、平成22年３月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月

期第１四半期決算短信（平成21年８月４日開示）及び第２四半期決算短信（平成21年11月６日開示）をご参照くだ

さい。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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 当第３四半期会計期間末における総資産は、15億41百万円となり、前事業年度末に比べ3億91百万円減少いたし

ました。これは主に、投資有価証券の増加1億75百万円、無形固定資産の増加25百万円があったものの、受取手形

及び売掛金の減少2億17百万円、現金及び預金の減少2億7百万円、有価証券の減少2億6百万円等によるものであり

ます。 

 負債の部は、2億27百万円となり、前事業年度末に比べ62百万円減少いたしました。これは主に、買掛金の減少

31百万円等によるものであります。 

 純資産の部は、13億13百万円となり、前事業年度末に比べ3億29百万円減少いたしました。これは主に、自己株

式の交付による増加99百万円、資本剰余金の増加45百万円があるものの、利益剰余金の減少5億8百万円等による

ものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の減少2億88百万

円、投資有価証券売却による収入2億98百万円があったものの、税引前四半期純損失5億3百万円、投資有価証券

取得による支出4億42百万円、特別退職金の支払額95百万円等により、前事業年度末と比較して4億14百万円減少

し、当第３四半期会計期間末の資金は、3億4百万円となりました。 

 また、当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期累計期間において、営業活動の結果使用した資金は 2億43百万円（前年同期比29.0％減少）とな

りました。 

 これは主に、売上債権の減少2億88百万円（前年同期は売上債権の増加98百万円）があったものの、税引前四

半期純損失5億3百万円（前年同期比97.2％増加）、特別退職金の支払額95百万円（前年同期はなし）等によるも

のです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は1億70百万円（前年同期比40.9％減少）とな

りました。 

 これは主に、投資有価証券売却による収入2億98百万円（前年同期比881.2％増加）があったものの、投資有価

証券取得による支出4億42百万円（前年同期比48.3％増加）等によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 当第３四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は0百万円（前年同期比99.7％減少）となりま

した。 

 これは主に、配当金の支払0百万円（前年同期比99.7％減少）によるものです。 

 ハードウェア製品については、新製品の開発に着手しており下半期での売上増が期待できます。 

 ソフトウェア製品は新規案件が増加傾向にあり、特にネットワークカメラやセキュリティ関連の製品開発への当社

ソフトウェア製品の採用が増えてきております。また積極的に進めてきましたＬＳＩベンダーとの協調ビジネスも、

具体的な案件が出てきており今後の展開に期待がもてます。 

 開発サービス関連については車載関連、交通関連などの実績豊富な分野およびネットワークカメラ関連の新規開発

案件が徐々に増加しております。また旧図研 SoC事業部のハードウェア開発受託サービスも既存顧客を中心に堅実な

受注を得ております。 

 当第３四半期は社内計画を大きく下回る結果となりましたが、徹底的な固定費圧縮、早急な収益改善を図るべく、

12月には体制の変更を行っております。株式会社図研 SoC事業部の統合によるシナジー効果を得るとともに自社製品

の市場投入、各社との事業協業により、更なる事業拡大を図ってまいる所存です。  

 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 164,312 372,093

受取手形及び売掛金 ※2  217,568 435,445

有価証券 140,136 346,671

製品 17,030 19,890

仕掛品 ※3  59,784 42,928

原材料 336 938

その他 41,468 21,289

貸倒引当金 △1,480 △3,000

流動資産合計 639,156 1,236,255

固定資産   

有形固定資産 ※1  117,009 ※1  99,918

無形固定資産 56,336 30,711

投資その他の資産   

投資有価証券 712,088 536,162

その他 34,621 47,713

貸倒引当金 △17,305 △17,305

投資その他の資産合計 729,405 566,570

固定資産合計 902,751 697,200

資産合計 1,541,907 1,933,456
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 53,664 85,437

未払法人税等 4,951 8,159

賞与引当金 34,520 23,049

製品保証引当金 16,836 15,690

受注損失引当金 ※3  4,328 4,232

その他 94,655 125,489

流動負債合計 208,956 262,059

固定負債   

退職給付引当金 3,770 3,770

役員退職慰労引当金 － 24,384

その他 15,264 190

固定負債合計 19,034 28,345

負債合計 227,991 290,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,202,036 1,202,036

資本剰余金 1,077,567 1,031,862

利益剰余金 △893,881 △385,358

自己株式 － △99,236

株主資本合計 1,385,721 1,749,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △71,805 △106,251

評価・換算差額等合計 △71,805 △106,251

純資産合計 1,313,916 1,643,051

負債純資産合計 1,541,907 1,933,456
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 ※1  1,213,181 ※1  836,624

売上原価 828,821 640,563

売上総利益 384,359 196,060

販売費及び一般管理費 ※2  580,543 ※2  649,746

営業損失（△） △196,183 △453,686

営業外収益   

受取利息 12,955 14,321

受取配当金 200 230

その他 2,364 2,709

営業外収益合計 15,520 17,260

営業外費用   

為替差損 373 345

投資事業組合運用損 1,349 2,788

営業外費用合計 1,723 3,133

経常損失（△） △182,386 △439,559

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,520

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,676

固定資産売却益 246 －

投資有価証券売却益 359 108

特別利益合計 605 4,304

特別損失   

固定資産除却損 5,126 559

本社移転費用 36,638 －

会社分割関連費用 － 19,988

投資有価証券評価損 32,040 －

特別退職金 － 48,164

特別損失合計 73,804 68,713

税引前四半期純損失（△） △255,585 △503,967

法人税、住民税及び事業税 4,321 4,554

法人税等調整額 34,001 －

法人税等合計 38,323 4,554

四半期純損失（△） △293,909 △508,522
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 ※1  423,083 ※1  263,385

売上原価 286,329 180,578

売上総利益 136,753 82,807

販売費及び一般管理費 ※2  222,926 ※2  197,423

営業損失（△） △86,172 △114,616

営業外収益   

受取利息 3,956 6,014

受取配当金 110 120

その他 448 380

営業外収益合計 4,514 6,514

営業外費用   

投資事業組合運用損 － 2,788

為替差損 431 72

営業外費用合計 431 2,860

経常損失（△） △82,089 △110,962

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 560

特別利益合計 － 560

特別損失   

固定資産除却損 5,099 249

本社移転費用 36,638 －

投資有価証券評価損 32,040 －

特別退職金 － 48,164

特別損失合計 73,777 48,414

税引前四半期純損失（△） △155,866 △158,816

法人税、住民税及び事業税 1,440 1,409

法人税等調整額 40,600 －

法人税等合計 42,040 1,409

四半期純損失（△） △197,907 △160,226
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △255,585 △503,967

減価償却費 22,071 28,290

のれん償却額 12,545 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,026 △1,520

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,126 126

製品保証引当金の増減額（△は減少） 64 1,146

受注損失引当金の増減額（△は減少） 217 95

退職給付引当金の増減額（△は減少） △592 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,400 △9,310

受取利息及び受取配当金 △13,155 △14,551

為替差損益（△は益） 315 210

特別退職金 － 48,164

投資事業組合運用損益（△は益） 1,349 2,788

固定資産売却損益（△は益） △246 －

固定資産除却損 5,126 559

投資有価証券評価損益（△は益） 32,040 －

投資有価証券売却損益（△は益） △359 △108

売上債権の増減額（△は増加） △98,483 288,923

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,498 △11,308

仕入債務の増減額（△は減少） 5,172 △33,749

その他 34,905 45,857

小計 △351,614 △158,352

利息及び配当金の受取額 13,348 14,484

特別退職金の支払額 － △95,027

法人税等の支払額 △4,543 △4,478

営業活動によるキャッシュ・フロー △342,809 △243,373

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △13,371 △6,587

有形固定資産の売却による収入 929 －

無形固定資産の取得による支出 △2,494 △32,939

投資有価証券の取得による支出 △298,692 △442,960

投資有価証券の売却による収入 30,453 298,800

貸付けによる支出 － △800

貸付金の回収による収入 478 1,204

敷金及び保証金の差入による支出 △6,042 △1,204

敷金及び保証金の回収による収入 － 13,891

その他 280 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △288,459 △170,595

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △30 －

配当金の支払額 △39,221 △135

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,252 △135

現金及び現金同等物に係る換算差額 △315 △210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △670,836 △414,315

現金及び現金同等物の期首残高 1,158,947 718,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  488,111 ※  304,448
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 該当事項はありません。  

 当社は、平成21年６月１日付で、株式会社図研の SoC事業部が行う事業を会社分割により承継しました。SoC

事業部の対価として、株式会社図研に対して当社の普通株式 1,047,490株を割当て交付しました。株式会社図研

に交付する普通株式のうち 167,138株については、当社が保有する普通株式（自己株式）を充当しました。この

結果、当第３四半期累計期間において資本剰余金が 45,704千円増加、自己株式が 99,236千円減少し、当第３四

半期会計期間末において資本剰余金が 1,077,567千円、自己株式が－千円となっております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1) 表示方法の変更 

(2) 追加情報 

６．その他の情報

当第３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

（四半期損益計算書） 

 前第３四半期累計期間において、営業外収益で区分掲記していた「有価証券利息」は、表示科目の見直しを行

い、当第３四半期累計期間では「受取利息」に含めて表示しております。 

 なお、当第３四半期累計期間の「受取利息」に含まれている「有価証券利息」は14,241千円であります。 

（四半期キャッシュ・フロー計算書） 

 前第３四半期累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた

「敷金及び保証金の回収による収入」は、金額的重要性が増したため、当第３四半期累計期間では区分掲記してお

ります。 

 なお、前第３四半期累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれている「敷金及び

保証金の回収による収入」は280千円であります。 

当第３四半期会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

（四半期損益計算書） 

 前第３四半期会計期間において、営業外収益で区分掲記していた「有価証券利息」は、表示科目の見直しを行

い、当第３四半期会計期間では「受取利息」に含めて表示しております。 

 なお、当第３四半期会計期間の「受取利息」に含まれている「有価証券利息」は6,001千円であります。 

当第３四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため役員退職慰労金規定に基づく要支給額を計上しておりました

が、役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成21年６月24日開催の定時株主総会において当該定時株主総会の日

以前の在職期間分の役員退職慰労金について打切り支給案が承認可決されました。 

これにより第１四半期会計期間において、役員に対する役員退職慰労引当金を全額取崩し、打切り支給に伴う未払

額を固定負債の「その他」として計上しております。 
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(3) 注記事項 

（四半期貸借対照表関係）  

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、168,914千円で

あります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、105,254千円で

あります。 

※２. 四半期期末日満期手形 

   四半期期末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決算処理をしております。なお、

当第３四半期会計期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。 

          ――――――― 

受取手形 千円999   

※３．損失が見込まれるソフトウェアの請負契約に係る

たな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建て

で表示しております。 

 損失の発生が見込まれるソフトウェアの請負契約

に係るたな卸資産のうち、受注損失引当金に対する

額は2,560千円（うち、仕掛品2,560千円）でありま

す。 

          ――――――― 

前第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四

半期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四

半期会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四

半期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四

半期会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。 

給与手当  176,371千円 

貸倒引当金繰入額  12,026  

賞与引当金繰入額  3,816  

役員退職慰労引当金繰入額  5,463  

研究開発費  44,257  

研修活動費  62,265  

減価償却費  16,522  

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。 

給与手当       195,989千円 

賞与引当金繰入額  5,098  

役員退職慰労引当金繰入額  866  

研究開発費  58,457  

研修活動費  100,317  

減価償却費  9,483  

前第３四半期会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四

半期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四

半期会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※１．当社の売上高は、通常の営業形態として、第４四

半期会計期間に完了する業務の割合が多いため、四

半期会計期間毎の売上高に季節的変動があります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。 

給与手当  66,904千円 

貸倒引当金繰入額  12,026  

役員退職慰労引当金繰入額  1,262  

研究開発費  9,721  

研修活動費  19,780  

減価償却費  6,137  

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次の通りであります。 

給与手当  60,937千円 

研究開発費  23,610  

研修活動費  30,027  

減価償却費  3,811  
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 141,693

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
346,417

現金及び現金同等物 488,111

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年12月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 164,312

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 
140,136

現金及び現金同等物 304,448
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